
【お知らせ】 

11 月  9日 第 1075回 例会及び 11月度理事会 

       17：30～合同委員会・理事会 

       18：30～例会 

11 月 30日 第 1076回  

       18：30～例会 
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LIONS CLUB OF NAGOYA HONMARU 

国際会長メッセージ   「心からの奉仕」  

３３４A 地区スローガン  「受け継ぐ奉仕 未来へつなげ We Serve!」 

名古屋本丸ＬＣスローガン  「奉仕に愛を、運営に和を」  



 

 

 

Ⅰ．審議事項・報告事項 

１．委員会報告 

１）計画大会委員会                        

①第 1075回例会及び 11 月度理事会について【報告】 

 日程：2021 年 11 月 9日（火） 

 時間：合同委員会/理事会 17：30～18：30 

    例会        18：30～20：00 

 場所：名古屋ガーデンパレス 

 

②第 1076回例会 

    日程：2021 年 11 月 30日（火） 

    時間：18：30～20：00 

    場所：名古屋ガーデンパレス 

 

③クリスマス家族会開催について【提案】 

 コロナ禍ではございますが下記日程にて例年開催しておりますクリスマス会を開催したい 

と思います。 

 日程：2021 年 12 月 21 日（火） 

 場所：名古屋ガーデンパレス 

 時間：18：30～開会予定 

 内容：43 期クリスマス家族会資料参考 

  ＊今期アトラクション提案：モンゴル馬頭琴・舞踊 

 会費：43 期クリスマス家族会資料参考 

 参加者：43期クリスマス家族会資料参考 

＊承認されました。 

＊アトラクション：モンゴル馬頭琴・舞踊及びピアノ・バイオリン演奏 

＊予算は次回にて報告 担当 L.鈴木貴雄 

＊参加者は早急に確認 担当 事務局 

 

④新年例会について【提案】 

 毎年熱田神宮会館で開催をしております新年例会ですが、今のところ予定通りの開催をし 

たいと思います。コロナ感染拡大の状況によっては変更する場合があります。 

 日程：2022 年 1 月 11日（火） 

 時間：御祈祷 

    合同委員会・理事会 16：00～ 

    例会 17：30～ 

＊承認されました。 

   

 

合同委員会/理事会報告       10 月 5日 



 ２）CN45 実行委員会【報告】             

  ①第 7回 CN45 実行委員会 

      日程：2021 年 11月 9 日（火） 

時間：16：30～17：30（11 月度合同委員会/理事会前） 

 場所：名古屋ガーデンパレス 

  ②第 8回 CN45 実行委員会 

      日程：2021 年 11月 30 日（火） 

      時間：17：30～18：30（第 1076 回例会前） 

     場所：名古屋ガーデンパレス 

 ＊進行状況によっては流動的に変更になる 

  

３）アラート・環境保全委員会【提案】              

①西区手をつなぐ育成会へのクリスマスについて 

今年もコロナ禍でクリスマス会は中止となりましたので、昨年同様プレゼント代 

として目録を贈呈したいと思います。 

 

 日程：2021年 11月 30 日（第 1076回例会時） 

 予算：50,000円 

 ＊承認されました。 

 

４）YCE・レオ委員会【提案】 

  ①西区ジョギング・ウォーキング大会について 

   昨年は中止となりましたが、本年度は開催することになりましので、例年同様後援 

をしたいと思います。 

 

 内容：ゼッケンの寄贈 

 予算：270,000 円 

 ＊承認されました。 

 ＊昨年、一昨年度でゼッケンを製作しているが中止となり使用されず。今年度も中止に 

なるかもしれないので、発注等はぎりぎりまで待つこととする 

 

５）マーケティングコミュニケーション委員会【報告】 

10 月号会報について                      

① 合同委員会・理事会報告・・・・・・委員及び幹事 

② 例会報告（第 1073回）・・・・・・・L.鈴木貴雄 

③ 例会報告（第 1074回）・・・・・・・L.髙畑敏彦 

上記内容で担当が割り振られました。 

 

Ⅱ．その他 

＊CN45 が緊急事態宣言発出によりキャンセルまたは延期になった場合のキャンセル料がかかるタイミングを

確認しておく 担当事務局 

 



 

 

 

2021 年 10月 5 日（火） 18：30～20：00 

会場：ホテル名古屋ガーデンパレス 

出席者数 本丸会員 12 名 支部会員 0 名 

 

    10 月 5 日第 1073 回例会が、予定どおり開催されました。9 月の第一例会は、1R2Z 合同例会は

三役のみの参加となり、第二例会も緊急事態宣言が延長されたことから中止となり一か月ぶりの開催

となりました。L.奥村和久の司会により始まり会長開会宣言並びに開会ゴングが鳴らされ、君が代斉

唱、ライオンズクラブの歌斉唱、ライオンズの誓いを L.岡崎正巳が行った後、会長 L.森純哉より挨拶

がなされました。 

会長からは、「緊急事態宣言がやっと解除された喜び、また、解除されたことによりお値打ちな旅行プ

ランが多く発売されていることから、ブレークスルー感染に気を付けて是非旅行に行ってください」

との挨拶を頂きました。 

委員会報告では、アラート・環境保全委員会より西区手をつなぐ育成会のクリスマス家族会について

開催は中止となりますが、昨年度同様プレゼント代を贈呈する旨の提案がなされました。次いで計画

大会委員会より今後の例会日程の確認とクリスマス家族会の開催、新年例会の開催について例年どお

り予定する旨の提案がなされ承認されました。 

会食に入り、久しぶりに会う顔もあり 12 名の参加でありましたが、盛り上がった例会となりました。

その後、テールツイスターの活躍、出席率の報告、会計報告がなされ久しぶりの出席でありましたＬ.

山村幸男の発声でライオンズ・ローアがなされ閉会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1073 回例会 ドネーション     85000 円 Ｌ.鈴木貴雄 



 

 

 

2021 年 10月 26日（火） 18：30～20：00  

会場：ホテル名古屋ガーデンパレス 

出席者数 本丸会員 19 名 支部会員 0 名 

 

金鯱支部の L.戸田智賀子、L.銅傳あゆみが本会に参加されました。会長のゴングではじまり会長指名 

挨拶では L.村林基彦が指名され、新しく建立するホールについてお話しになりました。出来上がるのが

とても楽しみです。 

LCIF 授賞式では、L.中村義枝・L.岡崎正巳・L.酒井清満・L.鈴木日出男・L.竹内良男・L.髙畑敏彦・L.

岩井一義が LCIF キャンペーン 100 アワードピンを授与されました。10月の結婚祝は 4組・誕生祝い

は３名のお祝をしました。委員長・幹事報告・会食となりテールツイスターの時間では副テールツイス

ター代理として L.村井三雄が活躍されました。楽しい会食の時間も過ぎ、出席率の報告・会計報告・ロ

ーアと続き、会長のゴングで閉会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

ガバナー（District Governor） 

正式には地区ガバナーといい、国際協会の役員である。地区年次大会において選出され、地区においてライオ

ンズクラブ国際協会を代表し、さらに、地区運営の責任者としてキャビネット構成員を指導する。また、その任

期中に地区内のクラブに対して公式訪問を行う。任期は国際大会の閉会時から次の国際大会の閉会時までで、連

続再選は許されない。 

 

第 1074 回例会 ドネーション  95046円 L.高畑敏彦 

ライオンズ用語・略語【か】 



ガバナーエレクト（District Governor-Elect） 

地区ガバナーは地区の年次大会で選出されて、その年度の国際年次大会閉会と同時に正式に就任するのである

が、選出されてから就任するまでの間ガバナーエレクトと呼ばれる。また、副地区ガバナーの場合も同称でる。 

 

ガバナー協議会事務局（Office of District Governors Council） 

複合地区会則によって、それぞれの複合地区に設置され、複合地区の種々の業務を処理している。 

 

ガバナー公式訪問（District Governor's Official Visit） 

国際会則・付則第 2 条 5 項（1）（e）に基づき、その任期中に必ず 1 回は原則として単位クラブを公式に訪問

し、直接、指導監督する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋本丸ライオンズクラブ   マーケティング・コミュニケーション委員長 梶田学 / 会報編集者  村林基彦 

ドネーション名言集 

★L.山本正成 1R22 親睦チャリティゴルフ大会欠席ですが、チャリティ資金獲得には 

       気持ちで参加します。 

★L.森 純哉 庄内緑地の CN45 周年事業もほぼまとまりました。 

皆様のご協力ありがとうございます。 

★L.梶田 学 新しく子供が誕生しようとしています。（笑）名前も決まりました。 

        エアバック素材を使用して SDGS の内容にのっとり、後世に残せる物 

       になっております。お披露目は乞うご期待！ 

★L.三口大登 地下鉄東山線中吊り広告に私の笑顔が出ているそうです。 

★L.中村義枝 いつも沢山のドネーションご協力ありがとうございます。誕生日祝、 

       100 ドル献金の記念品もありがとうございました。 

★L.福田守恭 明日 10/27 が 31 回目の結婚記念日です。何とか 31 年続きました。 

       お祝いありがとうございました。 

★L.奥村和久 第 2 回ゴルフ部準優勝ありがとうございました。 

★L.岩井一義 第 5 次感染ピークが終わり沢山の例会参加があり、皆様の元気なお顔 

       が見れて大変嬉しく思います。 

10 月結婚祝★誕生祝 

＜10 月結婚祝＞ 

 10 月 4 日 L.滝川浩司・美穂様 

    10 月 20 日 L.奥村和久・幸枝様 

    10 月 27 日 L.福田守恭・未知様 

    10 月 30 日 L.鈴木貴雄・真須美様 

＜10 月誕生祝＞ 

    10 月 11 日 L.村井三雄 

    10 月 21 日 L.中村義枝 


